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・・・・点点点点 鐘鐘鐘鐘           長倉会長    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・・入 会 記 念入 会 記 念入 会 記 念入 会 記 念 祝祝祝祝    

    太田 一男会員  H19. 1. 26（5年目） 

     

・・・・誕 生誕 生誕 生誕 生 祝祝祝祝    

    高橋 康成会員  Ｓ19. 1. 22（68歳） 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

・・・・会 長 挨会 長 挨会 長 挨会 長 挨 拶拶拶拶    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さん、こんにちは。本日は、ロータリー理解推進

月間ですが、担当北上情報委員長が、欠席ですので、

私の方から簡単に情報提供をいたします。 

(別紙参照) 

報告ですが、韓国の新晋州ＲＣに先週、カンボジア

の学校建設の費用の一部として日本円で２０万円を

支払いいたしました。丁度、本日、イ会長からのコ

メントを釧路クラブの邵さんからいただきました。

「着金が確認できました。感謝申し上げます。建設

中の写真を追ってお送りします。」との事です。ひ

と段落というところです。 

 

 

◆会長よりロータリー理解推進月間に因んで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハイチの中学校で、地元ロータリアンが寄贈した教

科書を使って勉強する生徒たち。ロータリアンは

2010－11 年度、教育支援や食糧提供など、多くの

奉仕プロジェクトに取り組みました。 

Rotary International on Facebook 

米国カリフォルニア州のロータリアンは昨年度、イ

ンドの第 2980 地区と協力してロータリー財団のグ

ローバル補助金プロジェクトに取り組み、インドの

生徒 5000 人に、コンピューター、ソフトウエア、

実験器具、衛生施設等を提供しました。 

「生徒たちの嬉しそうな顔を見るとこちらも嬉しく

なりました」と話すのはプロジェクトを実施した米



国、アラモ・ロータリー・クラブのビシュワ・モア

さん。「彼らのために何かが出来るというのは非常

に喜ばしい事です。」2010－11 年度、ロータリア

ンは各地で奉仕プロジェクトを実施し、会員基盤の

増強に努め、地元ならではの奉仕活動に取り組んで

きました。また、ソーシャルネットワーキング・サ

イトの Linkedln(リンクトイン)RI の公式ページで

は、それぞれが誇りに思うクラブのプロジェクトを

紹介し合いました。米国イリノイ州、シカゴ・クラ

ブのジム・カニングハムさんは、支援団体「Feeding 

Children Worldwide」と手を組み、メキシコの孤児

2,160 人に食事を提供するクラブ・プロジェクトに

ついて説明します。「米、大豆、ビタミン豊富な乾

燥野菜などを集め、こうした食糧を配りやすいよう

に仕分けしました」そのほかにも、次のようなクラ

ブ・プロジェクトが実施されています。 

シャーマン・オークス・サンセット・ロータリー・

クラブ(米国カリフォルニア州)は毎年恒例のダン

ス・マラソンを実施し、ポリオ・プラスのための募

金を集めました。「寄付金の 3分の 2近くはロータ

リー以外から集めることができました」と話すのは

クラブ会員のメル・ポーウェルさん。クラブの

Facebook ページでもこのプロジェクトが紹介され

ると、英国、スウェーデンのクラブから反響があり、

今後はポリオのために世界中でこのダンス・マラソ

ンが広まる事を願っています。ペーターソン・ロー

タリー・クラブ（米国ニュージャージー州）は、地

区内で最も貧しい学校の支援に乗り出し、教材や生

徒たちのためのコートを提供したほか、美術プロジ

ェクトや菜園プロジェクトを実施しました。クラブ

会員は本の読み聞かせを行うためにも学校を訪れて

います。「生徒たちの多くは低所者地域に住み、恵

まれない環境で生活しています。彼らと長期的な関

係を築き、少しでも恩恵をもたらせるよう願ってい

ます」 

ゲルフ・トリウム・ロータリー・クラブ（カナダ、

オリタリオ州）は、ウガンダの女子学校に教材を提

供したほか、ポリオ・プラスのための募金活動を毎

年実施しています。この募金活動では、ポリオ撲滅

のために 125米ドルを寄付した人を対象に、夕食会

とスコッチ・ウィスキーの試飲会が開かれました。

セントジョージ・ロータリー・クラブ（米ユタ州）

は、グアテマラに薪ストーブを設置しました。これ

は国際奉仕プロジェクトの一貫として行われたもの

で、これまでに 75 以上のストーブを提供していま

す。 

 

 

・・・・幹 事 報幹 事 報幹 事 報幹 事 報 告告告告    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****    米山記念奨学会事務局よりお知らせ、米山奨学会

への普通寄付金下期分の送金を、1 月～2 月末ま

での送金を。 

****    [タイ洪水被害へ]の義援金についての報告――

1,087,145 円の義援金が寄せられました。「ラタク

ル会代表前川昭一様」の口座に送金しました。 

****    国際ロータリー第 2500 地区より、再度、バンコ

ク国際大会の日本人親善朝食会についてのご案

内が届いています。 

****    白糠ＲＣより月報を拝受しております。 

****    稚内ＲＣより創立 40 周年式典及び祝賀会のご案

内が届いております。平成24年 3月 24日(土)稚

内全日空ホテル、登録料10,000 円。 

 

 

・・・・委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告 

親睦委員会親睦委員会親睦委員会親睦委員会    

・本日のニコニコ献金 

 太田 一男会員  入会記念祝として 

 高橋 康成会員  誕生祝として 



出席委員会出席委員会出席委員会出席委員会    

会員22名 10名出席 出席率45.5％ 

 

 

・本日のプログラム・本日のプログラム・本日のプログラム・本日のプログラム    

「「「「    会員卓話会員卓話会員卓話会員卓話    」」」」        

◆清水清水清水清水    哲会員哲会員哲会員哲会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭和 20 年代終戦直後の事とてまだ娯楽も何もない

時代農家、漁師、復員した兵隊さんたちの長い冬の

楽しみは百人一首がピカ一でした。それも内地でや

るような着物、振袖で向かい合うようなおとなしい

ものではありません。もともと百人一首は読み手が

上の句から読むのを下の句だけ書いてある取り札

を先に取ったほうが勝ちなのです。このルールを直

接下の句を読んで下の句を取るようにしたのが下

の句かるたです。このカルタの良さは、カルタの句

を知らない人でもすぐゲームに参加できるという

事です。なにしろ読んだ通りの札を取ればよいので

すから、札の読み手の節は宮中の歌会始めの節でそ

の人その人で多少変わります。内地の古典文化的要

素を大いに持ったおしとやかなカルタゲームがこ

こ北海道で室内軽スポーツに発展変化したのです。

豆絞りの手ぬぐいの向こう鉢巻で、一枚札を取るご

とに室内を端から端まで畳を叩いて走り回り、示威

行為をします。これは精神を集中し気力を充実する

ための行為でしょうが、勇壮なもので北海道開拓時

代からの伝統だそうです。当時から爆発的に流行し

若い人達の唯一の遊び、交流の場だったそうです。 

それだけに札を早く取るための技術を色々磨いた

ようです。どこの誰々はいい腕をしている、上手だ、

早い等々。カルタの上手な者が、区々のヒーローな

のです。カルタ札は木製で内地の厚紙に印刷した取

り札と全然異なります。木の札に難しい変体かな混

じりの筆字で書かれております。畳の上直接ですと

痛みますのと、不安定なので中央に黒いラインの引

かれた厚手のキャンバスを敷いて、競技を始めます。

私がカルタ大会に始めて参加したとき、「乙女の姿

しばしとどめん」をたった一枚持たされ、「これ一

枚だけだから、おとめ、の声がしたらすぐ取れ」と

言われ札を一枚睨んでました。でも相手に取られて

しまいました。その声がする前に相手の手が札に行

っているのです。てっきり読む札が判っていたのだ

と思っていましたが、大分後から教えてもらったの

ですが、読むときに前の句から次の句に移るときの

瞬間に、余韻が出るのでそれでわかるのだ。そんな

人とやって取れるわけありません。全然歯がたちま

せん。それから 10 年くらい夢中でカルタをやりま

した。少しは取れるようになりましたが、最近は歳

を取り感が鈍くなり声が掛からなくなりました。白

糠高校のアルバム作成のとき高校の部活にカルタ

部があったのでこれは、これはと部室まで行き「部

活の写真撮りながらカルタをやろうやろう」と言っ

て始めました。生徒が写真屋さん最初読み手やって

というのでいいよ、いいよと返事してましたら、「下

の句だけ読むんだよ、下の句ってここからここまで

なんだよ」というんです。うんうんと聞いて始まり

ました。生徒たちは紅白に分かれルール通り札を並

べました。私は一枚目から読み上げましたところ

「わからない、これじゃ取れない」というので普段

どんなやり方なのだというと節を一切つけない読

み方なのだというのです。これは小学校の「いろは

カルタ」と同じでカルタの面白さはわからない。今

まで誰が教えてたと聞くと誰も教えてくれない、見

よう見まねでこれまでしてきたとの事でそれ以上

のことは、話す元気も無く尻尾をまいて帰ってきま

した。だんだん時代が変わるにつけ、色々な娯楽が

増え、百人一首をする人も少なくなり、カルタファ

ンにとっては寂しい限りです。それにしても鎌倉時

代の初期、藤原の定家なる和歌の大家がある武将の



依頼を受け、平安時代から鎌倉初期までの和歌の名

人百人をピックアップ、さらに各人の代表作をセレ

クトして相手に書き贈ったのが原形といわれてお

り、この構想を練ったのが京都の小倉山の別荘で小

倉百人一首と言われ、他に女百人一首とか、武家百

人一首とかが色々現れて、それらと区別するため小

倉の名前がつけられました。後世百人一首が「カル

タ」として庶民の間にもてはやされたのも各、歌の

リズムの美しさもさることながらこれを選んだ藤

原の定家のセンスによるところも大きいと思いま

す。この百人一首の中に私の好きな句が、たくさん

入っています。いまはむかし、Ａ.Ｄ.960年 3月 30

日当代きってのインテリといわれた村上天皇が主

催の宮中の歌合わせがありました。歌合わせとは平

安時代から鎌倉時代まで数年に一回行われたイベ

ントの事で、歌人たちが左右のチームに分かれ、同

じテーマで歌を読み、優劣を決めそれを総合してチ

ームの勝敗を争う。勝負に負けると大変な不名誉な

ことであり、ショックで死の床についた人もいたと

いう。このときの歌合わせに対決したのが片方の歌

人が平兼盛「たいらのかねもり」で片方が壬生只見

「みぶのただみ」兼盛の読んだ歌が「忍ぶれど色に

出でにけりわが恋はものや思うと人の問うまで」内

容は、{誰にも知られないように隠していたのに私

の恋心は顔にでてしまったようだ恋に悩んでいる

のかと人に問われるほどに}只見の読んだ句が「恋

すてふわが名はまだき立ちにけり人知れずこそ思

いそめしが」、内容は{恋をしていると言う私のうわ

さが早くも世間に知られてしまった 誰にも知ら

れないように密かに想い始めたばかりなのに}兼盛

の句も只見の句も百人一首に残る名句で、優劣つけ

たがく選者たちの意見が割れ困った判者が村上天

皇の様子を伺ったところ兼盛の歌を小さく口ずさ

んで兼盛の勝利とみなされたが、実はこの勝負は帝

がはっきりと勝者を口にしなかったため一抹の疑

問が残っています。そのために百人一首では今でも

どちらの歌が優れているか議論の的になっていま

す。あなたならどちらが良いと思いますか。物語は

まだ続きます。歌合わせ出席の勅命は当時摂津の国

の役人をしてました。田舎住まいの忠見にしては一

世一代の栄誉でした。ドサ周りの歌手が紅白歌合戦

に出場できたぐらいの感覚でした。おまけに、天覧

です。彼はここ一番の衣装で渾身の力をこめて恋の

歌を披露しました。このときの様子が「袋草子、ふ

くろぞうし」に出てきます。「田舎の装束のままに

て、柿の小袴衣{こばかぎ}を今にもちて肩に懸く」

と記されておりつまり歌合わせに出席していた。周

囲の都びとは、忠見の事を田舎者の格好で上京して

きたと内心ばかにしていた節があります。ちょっと

したアウェイ戦の状況だった彼は持ち前の歌の才

能だけはという気概があったに違いないが得意の

歌でも兼盛に負けてしまう。勝った兼盛は大喜びで

他の勝負は聞きもせずに踊るように会場を出て行

ったといいます。このときの忠見は相当悔しかった

と思います。その後、彼は食べ物が喉を通らなくな

り、とうとう不治の病にかかって命を落としたとい

う。これほどまでに芸術に情熱を注ぐ事のできる忠

こそ、真の風流人であると人々は彼を賞賛した。ど

うやらこれは作り話らしい。歌集「忠見集」を見る

と歌合わせのあとも活躍していたことがわかりま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆    

・・・・次回次回次回次回のプログラのプログラのプログラのプログラムムムム 

１月２７日（金） 

「 歴代会長卓話 」 

会場 釧路ロイヤルイン 

 担当：会報委員会 

・・・・点点点点 鐘鐘鐘鐘                                                                    長倉会長 

今週の会報担当：長江勉会員 


